
コセド酒店【本格焼酎おすすめリスト】芋・黒糖・麦・米・泡盛

他に季節商品も多数ございます。お気軽にお問い合わせください。 コセド酒店本店 ☎099-268-3554 FAX099-268-3578

商品名 原料 度数
容量
ml

価格
（税込）

麹 味わい等 蔵元名 生産地 備考 商品ｺｰﾄﾞ

さつまの恵み 芋 25 1,800 2,376 白麹
新品種九州130号」と薩摩の天然水「高牧の森の
水」を用いた焼酎

知覧醸造 南九州市 32180591

正木 芋 25 1,800 2,490 黒麹
原料芋の特徴的な魅惑的な香りがありながら伸び
のある味わい

知覧醸造 南九州市 32180692

多楽き 芋 25 1,800 2,268
白麹・
黒麹

麹の特徴を生かした控え目でバランスのとれた香り
と旨味は杯を重ねるごとに引き込まれ

知覧醸造 南九州市 32180190

多楽き 芋 25 720 1,274
白麹・
黒麹

麹の特徴を生かした控え目でバランスのとれた香り
と旨味は杯を重ねるごとに引き込まれ

知覧醸造 南九州市 32072160

多楽き原酒 芋 37 1,800 3,191
白麹・
黒麹

香味と旨味のバランスの取れた味わいで焼酎好き
に好評

知覧醸造 南九州市 32180567

ちらん武家屋敷長期貯蔵酒30° 芋 30 1,800 2,880 黒麹
紅芋の華やかな香りと甘くまろやかな口当たり、スッ
キリと切れ味の良い飲み心地

知覧醸造 南九州市 32180724

知覧ほたる 芋 25 1,800 1,918 黒麹 マイルドで飲み飽きさせない黒麹 知覧醸造 南九州市 32180222

知覧ほたる 芋 25 720 1,112 黒麹 マイルドで飲み飽きさせない黒麹 知覧醸造 南九州市 32072161

武家屋敷 芋 25 1,800 1,918 白麹
柔らかい酒質を醸し出す蔵元のレギュラー酒。飲み
飽きさせない旨味とソフトなキレ

知覧醸造 南九州市 32180167

武家屋敷 芋 25 900 1,028 白麹
柔らかい酒質を醸し出す蔵元のレギュラー酒。飲み
飽きさせない旨味とソフトなキレ

知覧醸造 南九州市 32090179

武家屋敷 黒こうじ 芋 25 1,800 1,918 黒麹
飲み飽きさせない旨味とソフトなキレを兼ね備えた
黒麹仕込の焼酎

知覧醸造 南九州市 32180042
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武家屋敷 黒こうじ 芋 25 900 1,028 黒麹
飲み飽きさせない旨味とソフトなキレを兼ね備えた
黒麹仕込の焼酎

知覧醸造 南九州市 32090186

しまむらさき 芋 25 1,800 2,448 白麹
むらさき芋を原料。芋のお菓子を思わせるような上
品な甘みとまろやかな喉越し

高崎酒造 西之表市 32180166

しまむらさき 芋 25 720 1,317 白麹
むらさき芋を原料。芋のお菓子を思わせるような上
品な甘みとまろやかな喉越し

高崎酒造 西之表市 32072196

しま安納 芋 25 1,800 2,448
白麹・
黒麹

甘味の強い「安納芋」が原料。ほのかな風味と自然
な甘み、ややドライな喉越し

高崎酒造 西之表市 32180661

しま安納 芋 25 720 1,265
白麹・
黒麹

甘味の強い「安納芋」が原料。ほのかな風味と自然
な甘み、ややドライな喉越し

高崎酒造 西之表市 32072325

しま甘露 芋 25 1,800 1,862 白麹
古くから続く丁寧な原料処理と手間をかける濾過方
法により含み優しい甘さが広がる

高崎酒造 西之表市 32180103

しま甘露 芋 25 900 998 白麹
古くから続く丁寧な原料処理と手間をかける濾過方
法により含み優しい甘さが広がる

高崎酒造 西之表市 32090034

しま甘露 新酒 芋 25 1,800 1,862 白麹
「しま甘露」の新焼酎。フレッシュな芋の香味が味わ
えます。

高崎酒造 西之表市 10月 32180598

しま千両 芋 25 1,800 2,365 白麹
白麹の焼酎と時間をかけて熟成された古酒との絶
妙のバランス

高崎酒造 西之表市 32180200

しま千両 芋 25 720 1,234 白麹
白麹の焼酎と時間をかけて熟成された古酒との絶
妙のバランス

高崎酒造 西之表市 32072299

吉兆宝山 芋 25 1,800 3,045 黒麹 芋の芳醇な香り、心も和むような濃厚な甘み 西酒造 日置市 32180037

吉兆宝山 芋 25 720 1,543 黒麹 芋の芳醇な香り、心も和むような濃厚な甘み 西酒造 日置市 32072115
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紅東印 芋 25 1,800 3,003 白麹
「紅東」を仕込みました。 辛口の口当たりと栗のよう
な甘い味わいが特徴です。

西酒造 日置市 5月～ 32180674

紅東印 芋 25 720 1,523 白麹
「紅東」を仕込みました。 辛口の口当たりと栗のよう
な甘い味わいが特徴です。

西酒造 日置市 5月～ 32072339

薩州宝山 芋 25 1,800 1,955 黒麹
芋を三段に分けて仕込みました。 舌の上に広がる
甘みとトロトロ感が特徴です。

西酒造 日置市 32180673

薩州宝山 芋 25 900 1,028 黒麹
芋を三段に分けて仕込みました。 舌の上に広がる
甘みとトロトロ感が特徴です。

西酒造 日置市 32090203

天使の誘惑 芋 40 720 3,343 白麹
樫樽熟成による香りと、芋焼酎のまろやかさがマッ
チした濃厚かつ芳醇な逸品

西酒造 日置市 32072175

白天宝山 芋 25 1,800 3,045 白麹
西酒造が醸す独特の芳醇さに白麹の特徴を生かし
たキレを持ち合わせている

西酒造 日置市 32180540

白豊印 芋 25 1,800 3,003 白麹
「白豊」の持つ独特の旨みが舌の上に広がり、 後味
は厚みのある印象が残ります。

西酒造 日置市 4月～ 32180671

白豊印 芋 25 720 1,523 白麹
「白豊」の持つ独特の旨みが舌の上に広がり、 後味
は厚みのある印象が残ります。

西酒造 日置市 4月～ 32072338

富乃宝山 芋 25 1,800 3,045 黄麹
柑橘系の吟醸酒やﾏｽｶｯﾄを思わせるような香り、ま
ろやかでキレのある味わい

西酒造 日置市 32180163

富乃宝山 芋 25 720 1,543 黄麹
柑橘系の吟醸酒やﾏｽｶｯﾄを思わせるような香り、ま
ろやかでキレのある味わい

西酒造 日置市 32072028

宝山 綾紫芋麹全量 芋 28 1,800 3,960 黒麹
麹芋・掛芋ともに綾紫仕込み。 濃厚な味わいと深み
のある香りが特徴。

西酒造 日置市 2月～ 32180672

宝山 芋麹全量 芋 28 1,800 3,960 黒麹
芋麹100％で造られた原酒で、その年だけのビン
テージもの。度数も違う。12月～

西酒造 日置市 12月～ 32180034
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限定純黒 芋 25 1,800 2,489 黒麹
全量カメ仕込の限定品。黒麹の味わい、ドライなキ
レを堪能できます

田村合名 指宿市 32180145

限定純黒 芋 25 900 1,296 黒麹
全量カメ仕込の限定品。黒麹の味わい、ドライなキ
レを堪能できます

田村合名 指宿市 32090151

紅乃薫 芋 25 1,800 2,016 白麹
薩摩おごじょの代表 桑鶴ミヨ子社長率いる「田村合
名」の新商品。紅芋使用。

田村合名 指宿市 4月～9月 32180687

薩摩乃薫 25度 芋 25 1,800 1,903 白麹
「純黒」とは違い、やわらかな甘みが特徴的。お湯割
りでゆるゆるといつまでも飲める焼酎

田村合名 指宿市 32180301

薩摩乃薫 25度 芋 25 900 1,026 白麹
「純黒」とは違い、やわらかな甘みが特徴的。お湯割
りでゆるゆるといつまでも飲める焼酎

田村合名 指宿市 32090198

薩摩乃薫 35度 芋 35 1,800 2,571 白麹
「純黒」とは違い、やわらかな甘みが特徴的。お湯割
りでゆるゆるといつまでも飲める焼酎

田村合名 指宿市 32180150

薩摩乃薫 35度 芋 35 720 1,491 白麹
「純黒」とは違い、やわらかな甘みが特徴的。お湯割
りでゆるゆるといつまでも飲める焼酎

田村合名 指宿市 32072081

薩摩乃薫 無濾過 25度 芋 25 1,800 2,108 白麹
ふくらみのある印象を与える味わいを持ちつつも飲
み飽きさせることのない優しい焼酎

田村合名 指宿市 32180050

純黒 25度 芋 25 1,800 1,903 黒麹
骨太な仕上がりで味わいまろやか、優しさの中に主
張がある

田村合名 指宿市 32180304

純黒 25度 芋 25 900 1,026 黒麹
骨太な仕上がりで味わいまろやか、優しさの中に主
張がある

田村合名 指宿市 32090076

純黒 無濾過 25度 芋 25 1,800 2,108 黒麹
厚みのある複雑な味わいと一度はまると癖になる独
特の風味は絶品

田村合名 指宿市 32180023

鷲尾 芋 25 1,800 2,489
白麹・
黄麹

黄麹を主体に仕込み、ほのかに酸味を感じさせるよ
うなさっぱりした飲み口

田村合名 指宿市 32180505
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伊勢吉どん 芋 25 1,800 2,037 白麹
味はやや甘めで、ほのかに芋の香りが漂い とても
飲みやすい焼酎

小牧蒸溜所
薩摩郡さつま
町

32180655

一尚 黒麹（シルバー） 芋 25 1,800 2,870 黒麹
滑らかな甘い香りの中に燻したような風味が味わい
に厚みと幅を持たせております。

小牧蒸溜所
薩摩郡さつま
町

32180675

一尚 黒麹（シルバー） 芋 25 720 1,523 黒麹
滑らかな甘い香りの中に燻したような風味が味わい
に厚みと幅を持たせております。

小牧蒸溜所
薩摩郡さつま
町

32072324

一尚 白麹（ブロンズ） 芋 25 1,800 2,870 白麹
ビール酵母を仕込に用いるという斬新な造りの意欲
作。

小牧蒸溜所
薩摩郡さつま
町

32180691

一尚 白麹（ブロンズ） 芋 25 720 1,523 白麹
ビール酵母を仕込に用いるという斬新な造りの意欲
作。

小牧蒸溜所
薩摩郡さつま
町

32072334

夏の小牧 芋 25 1,800 2,808
白麹・
黒麹

夏の暑い日にロックや水割りで楽しめる焼酎 小牧蒸溜所
薩摩郡さつま
町

5月～7月 32180711

鴨神楽 芋 25 1,800 3,024 白麹
原料の持つやさしい味わいと喉越しの優しい焼酎。
女性の方へもお薦め。

小牧蒸溜所
薩摩郡さつま
町

8月 32180679

鴨神楽 芋 25 900 1,687 白麹
原料の持つやさしい味わいと喉越しの優しい焼酎。
女性の方へもお薦め。

小牧蒸溜所
薩摩郡さつま
町

8月 32090204

小牧 芋 25 1,800 2,654 黒麹
芋の豊かな香り、含みは辛さを感じすぐにまろやか
な甘味が追いかけてくる。

小牧蒸溜所
薩摩郡さつま
町

32180650

小牧 芋 25 900 1,481 黒麹
芋の豊かな香り、含みは辛さを感じすぐにまろやか
な甘味が追いかけてくる。

小牧蒸溜所
薩摩郡さつま
町

32090197

屋久島 大自然林 芋 25 1,800 3,024 白麹
名水百選の屋久島の水で仕込んだ豊かな芋の香り
と柔らかな甘みが感じられる焼酎

本坊酒造
熊毛郡屋久島
町

32180148

屋久島 大自然林 芋 25 720 1,512 白麹
名水百選の屋久島の水で仕込んだ豊かな芋の香り
と柔らかな甘みが感じられる焼酎

本坊酒造
熊毛郡屋久島
町

32072193
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錫釜 芋 25 1,800 2,268 黒麹
昔の錫の蛇管の蒸留器を今も大切に使い、この蔵
独自の個性と伝統的な味わい

本坊酒造 南さつま市 32180604

錫釜 芋 25 900 1,188 黒麹
昔の錫の蛇管の蒸留器を今も大切に使い、この蔵
独自の個性と伝統的な味わい

本坊酒造 南さつま市 32090183

錫滴 芋 37 750 2,700 黒麹
「錫釜」の原酒。錫蛇管により生み出される滑らかで
芳醇な味わい

本坊酒造 南さつま市 10月 32072311

千貫全量 芋 25 1,800 3,086 黒麹
立ち昇る鼻をくすぐる香りは蜂蜜を思わせる濃密で
甘美な風味

本坊酒造 鹿児島市 32180611

千貫全量 芋 25 720 1,543 黒麹
立ち昇る鼻をくすぐる香りは蜂蜜を思わせる濃密で
甘美な風味

本坊酒造 鹿児島市 32072323

さつま 芋 25 1,800 2,337 白麹
味わいが崩れない骨格がしっかりした白麹独特の
広がりのあるやさしい旨口の焼酎。

佐藤酒造 霧島市 32180185

さつま 芋 25 900 1,169 白麹
味わいが崩れない骨格がしっかりした白麹独特の
広がりのあるやさしい旨口の焼酎。

佐藤酒造 霧島市 32090166

さつま黒 芋 25 1,800 2,435 黒麹
豊かな風味を存分に引き出し、スルスル喉を通る滑
らかな飲み口

佐藤酒造 霧島市 32180186

さつま黒 芋 25 900 1,227 黒麹
豊かな風味を存分に引き出し、スルスル喉を通る滑
らかな飲み口

佐藤酒造 霧島市 32090165

くじらのボトル 芋 25 1,800 2,138 白麹
芋焼酎らしい香味と旨味を感じさせるが、滑らかで
飲みやすい

大海酒造 鹿屋市 32180031

くじらのボトル 芋 25 720 1,253 白麹
芋焼酎らしい香味と旨味を感じさせるが、滑らかで
飲みやすい

大海酒造 鹿屋市 32072127

くじらのﾎﾞﾄﾙ 黒麹 芋 25 1,800 2,138 黒麹
コガネセンガン独特の香りと同時に、黒麹の個性と
まろやかな旨味が味わえます。

大海酒造 鹿屋市 32180649
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くじらのﾎﾞﾄﾙ 黒麹 芋 25 720 1,253 黒麹
コガネセンガン独特の香りと同時に、黒麹の個性と
まろやかな旨味が味わえます。

大海酒造 鹿屋市 32072318

くじらのﾎﾞﾄﾙ綾紫 黒麹 芋 25 1,800 2,376 黒麹 紫芋独特の香りと強い飲みごたえ 大海酒造 鹿屋市 32180096

くじらのボトル綾紫 白麹 芋 25 1,800 2,376 白麹
採れたての紫芋で醸した、100%蒸留したての新焼
酎。甘く芳醇な香味。

大海酒造 鹿屋市 32180580

くじらのボトル綾紫 白麹 芋 25 720 1,471 白麹
採れたての紫芋で醸した、100%蒸留したての新焼
酎。甘く芳醇な香味。

大海酒造 鹿屋市 32072245

海 芋 25 1,800 2,484 黄麹
新美・淡麗のキャッチフレーズで優しく甘い上品な香
りと味わい

大海酒造 鹿屋市 32180523

海 芋 25 720 1,361 黄麹
新美・淡麗のキャッチフレーズで優しく甘い上品な香
りと味わい

大海酒造 鹿屋市 32072124

海王 芋 25 1,800 2,624 黒麹
原料芋にジョイホワイトを使用したなめらかで癖のな
いほのかな香り

大海酒造 鹿屋市 32180199

海王 芋 25 720 1,523 黒麹
原料芋にジョイホワイトを使用したなめらかで癖のな
いほのかな香り

大海酒造 鹿屋市 32072058

紫師魂 芋 25 1,800 2,700 白麹
次世代を担う農家二組により育てた紫芋「パープル
スイートロード」使用。

小正醸造 日置市 32180648

紫師魂 芋 25 720 1,512 白麹
次世代を担う農家二組により育てた紫芋「パープル
スイートロード」使用。

小正醸造 日置市 32072316

初代 市助 芋 25 1,800 2,030 黒麹
創業者である小正市助の名前を冠し、造り上げた蔵
元の想いが伺える焼酎。

小正醸造 日置市 32180683

初代 市助 芋 25 900 1,015 黒麹
創業者である小正市助の名前を冠し、造り上げた蔵
元の想いが伺える焼酎。

小正醸造 日置市 32090207
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蔵の師魂 芋 25 1,800 2,592 黒麹
最高の原料を使い、中国産の素焼きカメに貯蔵、よ
り芳香で香味熟成した味わい

小正醸造 日置市 32180181

蔵の師魂 芋 25 720 1,512 黒麹
最高の原料を使い、中国産の素焼きカメに貯蔵、よ
り芳香で香味熟成した味わい

小正醸造 日置市 32072022

蔵の師魂いもいも 芋 25 1,800 3,240 黒麹
豊かな香りとサラッととした芋特有のキレの良さを十
分に引き出している

小正醸造 日置市 4月、9月 32180666

蔵の師魂いもいも 芋 25 720 1,620 黒麹
豊かな香りとサラッととした芋特有のキレの良さを十
分に引き出している

小正醸造 日置市 4月、9月 32072023

杜氏潤平 芋 25 1,800 3,124 白麹
手造り白麹と地採れ紅芋で醸す芋焼酎。香味の繊
細さ、調和、余韻が特徴です。

小玉醸造 宮崎県日南市 32180760

杜氏潤平 芋 25 720 1,778 白麹
手造り白麹と地採れ紅芋で醸す芋焼酎。香味の繊
細さ、調和、余韻が特徴です。

小玉醸造 宮崎県日南市 32072404

杜氏潤平 紅芋原酒 芋 38 500 2,210 白麹
杜氏潤平の原酒を年4回（春夏秋冬）に分けて詰め
る為、季節による変化が楽しめます。

小玉醸造 宮崎県日南市 32050059

朝堀り 芋 25 1,800 2,044 白麹
紅芋常圧とｺｶﾞﾈｾﾝｶﾞﾝ減圧のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。爽やかな香
り、軽い飲み口、やわらかで深い味わい

小玉醸造 宮崎県日南市 32180761

朝堀り 芋 25 720 1,022 白麹
紅芋常圧とｺｶﾞﾈｾﾝｶﾞﾝ減圧のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。爽やかな香
り、軽い飲み口、やわらかで深い味わい

小玉醸造 宮崎県日南市 32072405

夏の潤平 おび蒸溜屋黄金まさり 芋 20 1,800 2,260 白麹
スッキリとした香り、甘みが特徴で、20度に加水して
も伸びが良く涼やかな夏焼酎です。

小玉醸造 宮崎県日南市 5月～7月 32180763

夏の潤平 おび蒸溜屋黄金まさり 芋 20 720 1,130 白麹
スッキリとした香り、甘みが特徴で、21度に加水して
も伸びが良く涼やかな夏焼酎です。

小玉醸造 宮崎県日南市 5月～7月 32072407

宮の露 芋 25 1,800 2,880 白麹
おだやかでしっかりとしたどこか懐かしさを感じられ
る焼酎です。

小玉醸造 宮崎県日南市 11月～2月 32180774
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薩摩本垂 芋 25 1,800 1,759 白麹
濃厚な甘い香りが立ち上がり、味わいボリュームあ
る逸品

佐多宗二商店 南九州市 32180053

晴耕雨読 芋 25 1,800 2,715 白麹
すっきりとした香味、なめらかな口当たりの後にほど
良い香ばしい余韻がある

佐多宗二商店 南九州市 32180513

晴耕雨読 芋 25 720 1,471 白麹
すっきりとした香味、なめらかな口当たりの後にほど
良い香ばしい余韻がある

佐多宗二商店 南九州市 32072116

晴耕雨読 黒カメ 芋 25 1,800 2,962 黒麹
カメ仕込みカメ貯蔵により独自のなめらかな酒質と
深みを生み出した焼酎

佐多宗二商店 南九州市 32180569

晴耕雨読 黒麹 芋 25 1,800 2,592 黒麹
地元契約農家が丹念に栽培した良質なコガネセン
ガンを黒麹で仕込んだ本格芋焼酎。

佐多宗二商店 南九州市 32180688

晴耕雨読 黒麹 芋 25 900 1,471 黒麹
地元契約農家が丹念に栽培した良質なコガネセン
ガンを黒麹で仕込んだ本格芋焼酎。

佐多宗二商店 南九州市 32090209

晴耕雨読 白カメ 芋 25 1,800 2,962 白麹
カメ仕込みカメ貯蔵により独自のなめらかな酒質と
深みを生み出した焼酎

佐多宗二商店 南九州市 32180514

刀 25度 芋 25 1,800 2,860 白麹
コガネセンガンとベニサツマを用い、蒸留後ブレン
ド。双方の特徴が活きた新タイプの焼

佐多宗二商店 南九州市 32180676

刀 25度 芋 25 720 1,512 白麹
コガネセンガンとベニサツマを用い、蒸留後ブレン
ド。双方の特徴が活きた新タイプの焼

佐多宗二商店 南九州市 32072333

不二才 芋 25 1,800 2,592 白麹
芋の風味がしっかりとした旨味の幅の広さ、がっちり
とした味わい

佐多宗二商店 南九州市 32180517

不二才 芋 25 720 1,368 白麹
芋の風味がしっかりとした旨味の幅の広さ、がっちり
とした味わい

佐多宗二商店 南九州市 32072014

不二才･はい 芋 30 1,800 3,497 白麹
「はい」とは濾していない酒。素朴で骨太な味わいを
追求して造られたこれぞ“薩摩”・

佐多宗二商店 南九州市 32180563
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いも麹芋 芋 26 1,800 2,335 白麹
シャープな芋の香りと芋本来の旨味にドライな喉越
しを堪能できます

国分酒造 霧島市 32180100

いも麹芋 芋 25 720 1,194 白麹
シャープな芋の香りと芋本来の旨味にドライな喉越
しを堪能できます

国分酒造 霧島市 32072005

蔓無源氏 芋 26 720 1,322 黒麹
在来品種の芋｢蔓無源氏｣を１０本の苗から復活させ
た濃い味わいの焼酎。

国分酒造 霧島市 32072342

蔓無源氏 26度 芋 26 1,800 2,644 黒麹
在来品種の芋｢蔓無源氏｣を１０本の苗から復活させ
た濃い味わいの焼酎。

国分酒造 霧島市 32180654

さつま寿 芋 25 1,800 1,903 白麹
焼酎にしか持ち得ない豊かな旨味は、杯を重ねるご
とに旨さの光る焼酎です。

尾込商店 南九州市 32180184

池の鶴 芋 28 1,800 2,808 黒麹
黒麹造りの2年熟成。度数にまでこだわり、うま味を
追求した飲みごたえのある一本

尾込商店 南九州市 32180003

かせだんもん 芋 25 1,800 2,571 黒麹
原料・水・作り手・瓶詰めまで全て加世田のもので造
られた地元そのものの焼酎

宇都酒造 南さつま市 32180603

金峰 芋 25 1,800 2,006 黒麹
濃いめのお湯割りで口の中の刺激の少ない旨味を
感じてください

宇都酒造 南さつま市 32180602

金峰 荒ろ過 芋 25 1,800 2,268 黒麹
ロック、水割りにしても甘みが優しく感じられアル
コールを感じさせない後口

宇都酒造 南さつま市 32180601

天文館 芋 25 1,800 1,753 白麹
芋焼酎の良さの甘みとコクは十分に引き立っている
が柔軟性を感じさせる。

宇都酒造 南さつま市 32180118

天文館 芋 0 900 998 白麹
芋焼酎の良さの甘みとコクは十分に引き立っている
が柔軟性を感じさせる。

宇都酒造 南さつま市 32090025

別撰 神川 芋 25 1,800 2,469 白麹
高隈照葉樹林帯の伏水流、有機栽培コガネセンガ
ンを原料、カメ仕込み半年間貯蔵熟成

神川酒造 鹿屋市 32180151
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別撰 神川 芋 25 720 1,404 白麹
高隈照葉樹林帯の伏水流、有機栽培コガネセンガ
ンを原料、カメ仕込み半年間貯蔵熟成

神川酒造 鹿屋市 32072004

亀五郎 芋 25 1,800 2,780 白麹 貯蔵酒のまろやかさと昔懐かしい風味が特徴 吉永酒造 薩摩川内市 32180154

亀五郎 芋 25 720 1,450 白麹 貯蔵酒のまろやかさと昔懐かしい風味が特徴 吉永酒造 薩摩川内市 32072106

五郎 芋 25 1,800 2,580 白麹 長年地元で愛飲し続けている下甑島の定番酒 吉永酒造 薩摩川内市 32180133

運鈍根 芋 25 1,800 2,263 黒麹 蔵の特徴の生きた力強い味わいのいも焼酎です。 相良酒造 鹿児島市 32180628

相良兵六 栗黄金 芋 25 1,800 2,880 白麹
芋の甘く優雅な雰囲気を感じさせる香りが先に立ち
昇り、豊かな香りが後に続きます。

相良酒造 鹿児島市 32180629

玉露 黒麹 芋 25 1,800 1,882 黒麹
お茶の玉露の名前にちなんで質の良い焼酎になる
ように願ってつけられた

中村酒造場 霧島市 32180174

玉露 本甕 芋 25 1,800 2,376 白麹
手造り、カメ仕込みで造られる限定仕込み、甘口で
深みのある味わい

中村酒造場 霧島市 32180120

呑酔楽 芋 0 1,800 2,484 黒麹
有機質肥料栽培の芋を使用。更に香り味がまろや
かになるまで寝かせました。

天星酒造 曽於郡大崎町 32180070

呑酔楽 芋 25 720 1,361 黒麹
有機質肥料栽培の芋を使用。更に香り味がまろや
かになるまで寝かせました。

天星酒造 曽於郡大崎町 32072109

花蝶木虫 芋 25 1,800 2,360 黒麹
芋焼酎の甘い香りがしっかりとあり、角の取れたな
めらかな旨み。

白石酒造
いちき串木野
市

32180127

きろく 芋 25 1,800 2,314 黒麹
有機栽培で育てた芋を用いて仕込んだ黒麹独自の
しっかりした個性とまろやかな風味。

黒木本店 宮崎県児湯郡 32180202
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きろく 芋 25 720 1,173 黒麹
有機栽培で育てた芋を用いて仕込んだ黒麹独自の
しっかりした個性とまろやかな風味。

黒木本店 宮崎県児湯郡 32072034

山ねこ 芋 25 1,800 2,623 白麹
ジョイホワイトを原料にカメで仕込み、3年貯蔵熟成
で芋の特性をより引き出しました

尾鈴山蒸留所 宮崎県児湯郡 32180032

山ねこ 芋 25 720 1,317 白麹
ジョイホワイトを原料にカメで仕込み、3年貯蔵熟成
で芋の特性をより引き出しました

尾鈴山蒸留所 宮崎県児湯郡 32072011

松露 芋 25 1,800 1,862 白麹
やさしくほのかに感じられる香りと嫌味を感じさせな
い旨味

松露酒造 宮崎県串間市 32180119

松露うすにごり 芋 25 1,800 2,268 白麹
熟成をかけた濃厚な味と香り、まろやかさをかんじさ
せる焼酎

松露酒造 宮崎県串間市 32180105

松露うすにごり 芋 25 720 1,134 白麹
熟成をかけた濃厚な味と香り、まろやかさをかんじさ
せる焼酎

松露酒造 宮崎県串間市 32072083

心水 芋 25 1,800 2,592 白麹
口の中でなめらかなすっきりとした味わいが広がり、
余韻はやわらかく上品

松露酒造 宮崎県串間市 32180006

心水 芋 25 720 1,350 白麹
口の中でなめらかなすっきりとした味わいが広がり、
余韻はやわらかく上品

松露酒造 宮崎県串間市 32072054

ひとり歩き 芋 25 1,800 2,438 白麹 芋焼酎の新しい香りとまろやかな味わい 古澤醸造 宮崎県日南市 32180484

ひとり歩き 黒傅 芋 25 1,800 2,674 黒麹
ジョイホワイト特有の風味を黒麹の特徴とうまく合わ
せて表現された限定品。

古澤醸造 宮崎県日南市 11月～12月 32180578

吉宝亮天 黒麹 芋 25 1,800 2,700 黒麹
黒麹の力強さが波のように舌の上で広がり、食中酒
としても楽しめるきれいな香味

佐藤焼酎製造
場

宮崎県延岡市 32180577

吉宝亮天 白麹 芋 25 1,800 2,469 白麹
白麹の軽快かつ飲みきりの良い旨さ。まろやかすっ
きり。

佐藤焼酎製造
場

宮崎県延岡市 32180576
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情け嶋 芋 芋 25 1,800 2,295 白麹
八丈島注目蔵元が醸す芋焼酎。芋の素直な甘みが
後を引きます。

八丈興発 東京都八丈島 32180658

たかたろう 黒糖 12 720 627 白麹
平成10年蒸留した焼酎を12度に加水。冷やしてそ
のまま軽快な飲み口を楽しめます。

朝日酒造 大島郡喜界町 5月～8月 32072328

壱乃醸朝日 黒糖 25 1,800 3,150 黒麹
通常の2倍の黒糖を使用。スッキリとした喉越しの中
に黒糖の風味

朝日酒造 大島郡喜界町 32180368

壱乃醸朝日 黒糖 25 720 1,594 黒麹
通常の2倍の黒糖を使用。スッキリとした喉越しの中
に黒糖の風味

朝日酒造 大島郡喜界町 32072015

朝日 25度 黒糖 25 1,800 1,903 白麹 黒糖の芳醇な香りと厚みのある旨味 朝日酒造 大島郡喜界町 32180132

朝日 25度 黒糖 25 720 1,142 白麹 黒糖の芳醇な香りと厚みのある旨味 朝日酒造 大島郡喜界町 32072095

朝日 30度 黒糖 30 1,800 2,191 白麹 黒糖の芳醇な香りと厚みのある旨味 朝日酒造 大島郡喜界町 32180214

朝日 30度 黒糖 30 720 1,255 白麹 黒糖の芳醇な香りと厚みのある旨味 朝日酒造 大島郡喜界町 32072131

南の島の貴婦人 黒糖 44 300 2,160 白麹
冷凍庫でギンギンに冷やしてグラスに注いで楽しん
でください

朝日酒造 大島郡喜界町 32036005

飛乃流朝日 黒糖 25 1,800 2,880 白麹 まろやかで柔らかい甘さに感動を覚える 朝日酒造 大島郡喜界町 32180024

飛乃流朝日 黒糖 25 720 1,491 白麹 まろやかで柔らかい甘さに感動を覚える 朝日酒造 大島郡喜界町 32072068

陽出る國の銘酒（ﾋｲｽﾞﾙｼﾏﾉｾｴ） 黒糖 44 360 3,086 白麹
香り、甘み、旨味、深み、余韻のどれをとっても非の
打ちどころがない銘酒

朝日酒造 大島郡喜界町 32036214
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長雲 25度 黒糖 25 1,800 2,510 白麹
黒糖の甘い香りがしっかりと感じられる味わいにふく
らみがあり、キレもいい焼酎

山田酒造 大島郡龍郷町 32180549

長雲 30度 黒糖 30 1,800 2,829 白麹
黒糖の甘い香りがしっかりと感じられる味わいにふく
らみがあり、キレもいい焼酎

山田酒造 大島郡龍郷町 32180403

長雲 30度 黒糖 30 900 1,512 白麹
黒糖の甘い香りがしっかりと感じられる味わいにふく
らみがあり、キレもいい焼酎

山田酒造 大島郡龍郷町 32090012

長雲 40度 黒糖 40 720 2,499 白麹
黒糖の甘い香りがしっかりと感じられる味わいにふく
らみがあり、キレもいい焼酎

山田酒造 大島郡龍郷町 32072166

長雲 山田川30° 黒糖 30 1,800 4,916 白麹
黒糖の優しい風味と米の持つパワーを感じる味わ
い。

山田酒造 大島郡龍郷町 １1月～ 32180707

長雲 長期熟成貯蔵 黒糖 30 1,800 4,608 白麹
長雲5年古酒。熟成で花開く味わいが堪能できる焼
酎好きにはたまらない限定品。

山田酒造 大島郡龍郷町 32180367

長雲一番橋 黒糖 30 1,800 3,188 白麹
山田酒造のルーツである創業の地に架かっていた
橋の名前から命名

山田酒造 大島郡龍郷町 32180081

龍宮 30度 黒糖 30 1,800 2,880 黒麹
この蔵独特香ばしい黒糖の香りと厚みのある旨味
には魂を揺り動かされるよう

富田酒造場 奄美市 32030059

龍宮 30度 黒糖 30 900 1,563 黒麹
この蔵独特香ばしい黒糖の香りと厚みのある旨味
には魂を揺り動かされるよう

富田酒造場 奄美市 32090009

龍宮 40度 黒糖 40 1,800 3,834 黒麹
キリッとした味わいは多良間島・波照間島の仄かな
潮風を感じる味わいです。

富田酒造場 奄美市 32180058

龍宮 蔵和水 15度 黒糖 15 1,800 1,728 黒麹
度数は低めだが意外に香りが立ちます。味わいも
しっかり旨みあり

富田酒造場 奄美市 32180682

龍宮 蔵和水 15度 黒糖 15 720 1,026 黒麹
度数は低めだが意外に香りが立ちます。味わいも
しっかり旨みあり

富田酒造場 奄美市 32072336

14/22



商品名 原料 度数
容量
ml

価格
（税込）

麹 味わい等 蔵元名 生産地 備考 商品ｺｰﾄﾞ

はなとり 黒糖 20 1,800 2,006 白麹
黒糖焼酎独特の風味を残しつつ、ほとんどクセも無
くさらっとした飲み口。

沖永良部酒造 大島郡和泊町 32180107

はなとり 黒糖 20 720 1,285 白麹
黒糖焼酎独特の風味を残しつつ、ほとんどクセも無
くさらっとした飲み口。

沖永良部酒造 大島郡和泊町 32072093

有泉 黒糖 20 1,800 2,106 白麹 ストレートでいくらでも入る軽やかな味わい 有村酒造 大島郡与論町 32180038

有泉 黒糖 20 900 1,458 白麹 ストレートでいくらでも入る軽やかな味わい 有村酒造 大島郡与論町 32090006

荒ろか 黒糖 25 1,800 2,365 白麹
黒糖の香りと旨味をそのままに詰めた奥深い味わ
いが堪能できる自信作

弥生焼酎醸造
所

奄美市 32180218

荒ろか 黒糖 25 720 1,389 白麹
黒糖の香りと旨味をそのままに詰めた奥深い味わ
いが堪能できる自信作

弥生焼酎醸造
所

奄美市 32072164

昇龍 30度 黒糖 30 1,800 2,952 白麹
黒糖のほのかな甘さと旨味に樽香が優しく絡む、柔
らかい飲み口

原田酒造 大島郡知名町 32180493

昇龍 30度 黒糖 30 900 1,594 白麹
黒糖のほのかな甘さと旨味に樽香が優しく絡む、柔
らかい飲み口

原田酒造 大島郡知名町 32090161

昇龍若孝 黒糖 25 1,800 2,654 白麹
黒糖のほのかな甘さと旨味に樽香が優しく絡む、柔
らかい飲み口

原田酒造 大島郡知名町 32180568

与論献棒 黒糖 18 900 1,132 白麹 19度に度数を落として飲みやすくした島酒。 原田酒造 大島郡知名町 32090164

天下一 黒糖 30 1,800 2,468 白麹
原料の黒糖を2倍と高くして仕込んださわやかな甘
い香りとやさしいコクのある味わい

新納酒造 大島郡知名町 32180045

ちんぐ 麦 25 1,800 2,294 白麹
熟成原酒をベースにブレンド。柔らかく甘い香り、口
の中に香ばしさと甘さが広がる

重家酒造 長崎県壱岐市 32180561
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ちんぐ 麦 25 900 1,224 白麹
熟成原酒をベースにブレンド。柔らかく甘い香り、口
の中に香ばしさと甘さが広がる

重家酒造 長崎県壱岐市 32090190

ちんぐ 黒 麦 25 1,800 2,448 黒麹
麦の香ばしさプラス飲み応えある焼酎。無濾過で詰
める事で味わいを更に強調。

重家酒造 長崎県壱岐市 32180562

ちんぐ夏上々19° 麦 19 1,800 2,037 白麹 重家酒造 長崎県壱岐市 5月～７月 32180710

ちんぐ夏上々19° 麦 19 720 1,080 白麹 重家酒造 長崎県壱岐市 5月～７月 32072349

潤の醇 麦 25 1,800 2,476 白麹 米の手作り白麹とハダカ麦で醸す香ばしい麦焼酎。 小玉醸造 宮崎県日南市 32180762

潤の醇 麦 25 720 1,454 白麹 米の手作り白麹とハダカ麦で醸す香ばしい麦焼酎。 小玉醸造 宮崎県日南市 32072406

天の刻印 麦 25 1,800 1,944 白麹
国産の麦にこだわった嫌みのない香りとまろやかな
咽ごしは絶品

佐藤焼酎製造
場

宮崎県延岡市 32180012

天の刻印 麦 25 720 1,026 白麹
国産の麦にこだわった嫌みのない香りとまろやかな
咽ごしは絶品

佐藤焼酎製造
場

宮崎県延岡市 32072018

天の刻印BLACK 麦 25 1,800 2,006 黒麹
黒麹が麦の個性を最大限に引き出した、パンチある
味。

佐藤焼酎製造
場

宮崎県延岡市 32180612

天の刻印BLACK 麦 25 720 1,080 黒麹
黒麹が麦の個性を最大限に引き出した、パンチある
味。

佐藤焼酎製造
場

宮崎県延岡市 32072288

華むぎ 杜谷 麦 25 1,800 2,376 白麹 華やかな甘い香りが広がり、澄んだ甘味を感じる ぶんご銘醸 大分県佐伯市 32180560

黒むぎ 杜谷 麦 25 1,800 2,376 黒麹
はだか麦独特の香ばしさと濃厚な味、旨味がバラン
スよく調和した本格麦焼酎

ぶんご銘醸 大分県佐伯市 32180572
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杜谷 麦 25 1,800 2,057 白麹
国内産の厳選した麦を用い、麦の持つ甘みと旨みを
バランス良く表現しました。

ぶんご銘醸 大分県佐伯市 32180634

杜谷 華むぎ 麦 25 720 1,200 白麹
ロックでキリっと冷やして良し、水割りで香りを引き
立たせても良し、お湯割りでも良し

ぶんご銘醸 大分県佐伯市 32072352

ふんわり涼やか 特蒸泰明 麦 19 1,800 2,489 白麹
アルコール度数は20度と低いが、「特蒸泰明」の奥
深い味と香りはそのまま。

藤居醸造
大分県豊後大
野市

5月～7月 32180689

ふんわり涼やか 特蒸泰明 麦 19 720 1,244 白麹
アルコール度数は19度と低いが、「特蒸泰明」の奥
深い味と香りはそのまま。

藤居醸造
大分県豊後大
野市

5月～7月 32072341

特蒸泰明 麦 25 720 1,404 白麹
麦焦がしのような甘く香ばしい麦の香りとしっかりと
コクのある旨味、口当たりは柔らか

藤居醸造
大分県豊後大
野市

32072173

特蒸泰明 麦 25 1,800 2,700 白麹
麦焦がしのような甘く香ばしい麦の香りとしっかりと
コクのある旨味、口当たりは柔らか

藤居醸造
大分県豊後大
野市

32180176

舞香 麦 25 720 1,944 白麹
3年以上の熟成の麦焼酎。香ばしくコクを感じる香り
と熟成による落ち着いた味わい

藤居醸造
大分県豊後大
野市

32072030

麦冠 情け嶋 麦 25 1,800 2,052 白麹
麦の香ばしさと甘味みを引き出した飲み心地は蔵の
新しい味わいを生み出しました。

八丈興発 東京都八丈島 32180657

麦冠 情け嶋 麦 25 700 1,026 白麹
麦の香ばしさと甘味みを引き出した飲み心地は蔵の
新しい味わいを生み出しました。

八丈興発 東京都八丈島 32070011

中々 麦 25 1,800 2,108 白麹
ライトな味わいだが、奥に旨味を秘めたバランスの
良さが印象的

黒木本店 宮崎県児湯郡 32180205

中々 麦 25 720 1,069 白麹
ライトな味わいだが、奥に旨味を秘めたバランスの
良さが印象的

黒木本店 宮崎県児湯郡 32072037

山猿 麦 25 1,800 2,623 白麹
芳醇でまろやかな麦の香りと舌ざわりの滑らかさが
特徴。コクと奥深さを併せ持つ絶品

尾鈴山蒸留所 宮崎県児湯郡 32180182
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山猿 麦 25 720 1,317 白麹
芳醇でまろやかな麦の香りと舌ざわりの滑らかさが
特徴。コクと奥深さを併せ持つ絶品

尾鈴山蒸留所 宮崎県児湯郡 32072170

佐藤 麦 麦 25 1,800 2,779 白麹
煎った麦を思わせる香ばしさ、無濾過によるストレー
トな深みが、新しいタイプの麦焼酎

佐藤酒造 霧島市 32180607

佐藤 麦 麦 25 720 1,394 白麹
煎った麦を思わせる香ばしさ、無濾過によるストレー
トな深みが、新しいタイプの麦焼酎

佐藤酒造 霧島市 32072287

藤の露 麦 25 1,800 2,469 白麹
山奥の日本一小さい蔵元。この蔵元入魂の焼酎は
おおらかでしっかりとした旨味がある

藤本本店
宮崎県東臼杵
郡

32180029

古澤 麦 25 1,800 2,417 白麹
やわらかな麦の甘みの中に香ばしさとかすかな苦
味が程良くあらわれる

古澤醸造 宮崎県日南市 32180011

三段仕込み 麦 25 1,800 2,880 白麹
豊かな麦の香りと味を感じさせる芳醇な旨味。焼酎
では珍しい三段仕込。

岩倉酒造 宮崎県西都市 32180173

麦汁 麦 25 1,800 2,592 白麹
超にごり麦焼酎。口に広がる香ばしい香りと甘み
たっぷりの味わい

豊永酒造 熊本県球磨郡 32180653

麦汁 麦 25 720 1,296 白麹
超にごり麦焼酎。口に広がる香ばしい香りと甘み
たっぷりの味わい

豊永酒造 熊本県球磨郡 32072320

寿福絹子 麦 25 1,800 2,551
杜氏の名を看板にした蔵元自信作。芳醇な香りと滑
らかな口当たりの麦焼酎。

寿福酒造場 熊本県人吉市 32180700

寿福絹子 麦 25 720 1,404
杜氏の名を看板にした蔵元自信作。芳醇な香りと滑
らかな口当たりの麦焼酎。

寿福酒造場 熊本県人吉市 32072345

一粒の麦 麦 25 1,800 2,191 白麹
上品で軽やかな麦の香りとすっきりとした飲み口、
西酒造自信の麦焼酎

西酒造 日置市 32180017

一粒の麦 麦 25 720 1,132 白麹
上品で軽やかな麦の香りとすっきりとした飲み口、
西酒造自信の麦焼酎

西酒造 日置市 32072042
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松露 くろむぎ 麦 25 1,800 2,160 黒麹
香ばしい麦の香りと円やかで豊かな風味がゆっくり
と広がります。

松露酒造 宮崎県串間市 32180575

蔵の師魂 むぎ 麦 25 1,800 2,376 黒麹
貯蔵によって得られる口あたりのよさ、むぎ本来の
芳ばしさをお楽しみ下さい。

小正醸造 日置市 32180630

蔵の師魂 むぎ 麦 25 720 1,296 黒麹
貯蔵によって得られる口あたりのよさ、むぎ本来の
芳ばしさをお楽しみ下さい。

小正醸造 日置市 32072308

一九道 米 19 1,800 1,749 白麹
そのまま飲んで一番旨い度数を追求した焼酎。夏は
冷やして、冬は直火燗で。

豊永酒造 熊本県球磨郡 32180624

自我田 無濾過 米 25 1,800 3,240
白麹・
黒麹

原料から瓶詰まで全て蔵人の手づくり。無濾過で仕
上げており、超濃厚。

豊永酒造 熊本県球磨郡 32180618

自我田 無濾過 米 25 720 1,620
白麹・
黒麹

原料から瓶詰まで全て蔵人の手づくり。無濾過で仕
上げており、超濃厚。

豊永酒造 熊本県球磨郡 32072319

豊永蔵 米 25 1,800 3,132 白麹
自然農法米で仕込まれ味わいは優しくコメの風味が
漂い、柔らかくキレが良い

豊永酒造 熊本県球磨郡 32180025

豊永蔵 米 25 720 1,566 白麹
自然農法米で仕込まれ味わいは優しくコメの風味が
漂い、柔らかくキレが良い

豊永酒造 熊本県球磨郡 32072172

豊永蔵 華吟 米 25 1,800 2,484 白麹
今までにない華やかな吟醸香と柔らかな味わいが
見事に調和した焼酎。

豊永酒造 熊本県球磨郡 32180681

豊永蔵 華吟 米 25 720 1,350 白麹
今までにない華やかな吟醸香と柔らかな味わいが
見事に調和した焼酎。

豊永酒造 熊本県球磨郡 32072335

豊永蔵 常圧 米 25 1,800 3,240 白麹
球磨の風土を感じる豊かな味わいと香ばしさの残る
余韻が楽しめる

豊永酒造 熊本県球磨郡 32180564

豊永蔵 常圧 米 25 720 1,620 白麹
球磨の風土を感じる豊かな味わいと香ばしさの残る
余韻が楽しめる

豊永酒造 熊本県球磨郡 32072255
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豊永蔵原酒 常圧 米 38 1,800 4,104 白麹
米焼酎独特の甘みと香りを最大限に引き出し、旨み
が楽しめる米焼酎。

豊永酒造 熊本県球磨郡 32180571

武者返し 米 25 1,800 2,551
『球磨の手造り蔵』、香ばしい香りと深みのある味わ
い。

寿福酒造場 熊本県人吉市 32180701

武者返し 米 25 720 1,404
『球磨の手造り蔵』、香ばしい香りと深みのある味わ
い。

寿福酒造場 熊本県人吉市 32072346

宮の誉 米 25 1,800 2,216 白麹
カメ仕込み、カメ貯蔵の6年物。芳醇でふくよかな米
の風味と優しい口当たり

宮原酒造場 熊本県球磨郡 32180052

宮の誉 米 25 720 1,296 白麹
カメ仕込み、カメ貯蔵の5年物。芳醇でふくよかな米
の風味と優しい口当たり

宮原酒造場 熊本県球磨郡 32072202

十年の転た寝 米 25 1,800 3,240 白麹
熟成させた芳醇な香り、滑らかな甘みとまろみが味
わいに表れる11年古酒

宮原酒造場 熊本県球磨郡 32180068

十年の転た寝 米 25 720 1,728 白麹
熟成させた芳醇な香り、滑らかな甘みとまろみが味
わいに表れる10年古酒

宮原酒造場 熊本県球磨郡 32072001

山翡翠 米 25 1,800 2,623 白麹
手造り米焼酎。上品な吟醸香が漂い、旨味、キレと
もに申し分ない仕上がり

尾鈴山蒸留所 宮崎県児湯郡 32180033

山翡翠 米 25 720 1,317 白麹
手造り米焼酎。上品な吟醸香が漂い、旨味、キレと
もに申し分ない仕上がり

尾鈴山蒸留所 宮崎県児湯郡 32072012

野うさぎの走り 米 37 600 2,985 白麹
熟成古酒ともち米焼酎のブレンド。きめ細かい味わ
い喉ごしとまろやかな余韻。

黒木本店 宮崎県児湯郡 32060004

八海山  よろしく千萬あるべし 米 25 1,800 2,538 黄麹
清酒八海山の技術を駆使した三段仕込み焼酎で
す。吟醸香をお楽しみください

八海醸造
新潟県南魚沼
市

32180626

八海山 よろしく千萬あるべし 米 25 720 1,220 黄麹
清酒八海山の技術を駆使した三段仕込み焼酎で
す。吟醸香をお楽しみください

八海醸造
新潟県南魚沼
市

32072302
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独楽蔵 吟香露 米 33 300 1,512 白麹
清酒「独楽蔵」の酒粕のみを使用した特別な吟香
露。ふくよか且つ複雑な味わい。

杜の蔵
福岡県久留米
市

32030014

鳰 米 25 1,800 2,376 白麹
清酒蔵が造る米焼酎。熟成により引き出された豊か
な旨味が十二分に楽しめる

杜の蔵
福岡県久留米
市

32180544

春雨カリー 泡盛 30 1,800 2,322 黒麹
香味豊かで甘さが感じられる。香ばしさや米の風味
を残した味わい

宮里酒造所 沖縄県那覇市 32180065

春雨カリー 泡盛 30 720 1,285 黒麹
香味豊かで甘さが感じられる。香ばしさや米の風味
を残した味わい

宮里酒造所 沖縄県那覇市 32072243

春雨ゴールド 泡盛 30 1,800 2,880 黒麹
まろやかな熟成度と深みは蔵の力量の高さが伺え
る完成度の高い一本

宮里酒造所 沖縄県那覇市 32180550

春雨ブルー 25度 泡盛 25 720 2,160 黒麹
短い熟成期間で泡盛として高い酒質を追求して世に
出した驚くべき新酒

宮里酒造所 沖縄県那覇市 32072260

春雨ブルー 30度 泡盛 30 720 2,592 黒麹
短い熟成期間で泡盛として高い酒質を追求して世に
出した驚くべき新酒

宮里酒造所 沖縄県那覇市 32072261

春雨ブルー 43度 泡盛 43 720 3,348 黒麹
短い熟成期間で泡盛として高い酒質を追求して世に
出した驚くべき新酒

宮里酒造所 沖縄県那覇市 32072262

春雨マイルド 泡盛 25 720 1,851 黒麹
蔵元独自の製法で老麹を使用し、華やかで洗練さ
れた立ち香とやさしい甘さが特徴。

宮里酒造所 沖縄県那覇市 32072242

久米島の久米仙 泡盛 30 1,800 2,322 黒麹 黒麹の醸すコクと甘み、キリッとした後切れ
久米島の久米
仙

沖縄県島尻郡 32180530

菊之露 泡盛 30 1,800 2,376 黒麹
宮古島ならではの力強い酒。島酒の典型とといえる
一本。ロック、水割りがおススメ

菊之露酒造
沖縄県宮古島
市

32180534

残波 泡盛 25 1,800 2,700 黒麹
ほのかにフルーティーな香りとすっきり感が味わえ
る

比嘉酒造 沖縄県読谷村 32180533
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瑞泉 泡盛 30 1,800 2,430 黒麹 まろやかで飲みやすく、キレがある。味わい淡麗 瑞泉酒造 沖縄県那覇市 32180532

三代の松くり焼酎 栗 25 1,800 2,808
白麹・
黒麹

宮崎特産の栗で仕込み、上品な香りとほのかな甘
さ。

佐藤焼酎製造
場

宮崎県延岡市 32180170

母智丘 千本桜 芋 25 1,800 2,600 黒麹
手作りの黒麹を加えて重厚で骨太な口当たりに仕
上げています。優しい甘さが女性にも人気。

柳田酒造 宮崎県都城市 32180831

母智丘 千本桜 芋 25 720 1,300 黒麹
手作りの黒麹を加えて重厚で骨太な口当たりに仕
上げています。優しい甘さが女性にも人気。

柳田酒造 宮崎県都城市 32072483

赤鹿毛 麦 25 1,800 2,300 白麹
口当たりがよく、麦本来のほんのり甘く、口全体に
パッと広がる味わいが人気で、幅広い年齢層で好ま
れる新感覚の麦焼酎です。

柳田酒造 宮崎県都城市 32180834

赤鹿毛 麦 25 720 1,150 白麹
口当たりがよく、麦本来のほんのり甘く、口全体に
パッと広がる味わいが人気で、幅広い年齢層で好ま
れる新感覚の麦焼酎です。

柳田酒造 宮崎県都城市 32072484

大麦焼酎 駒 麦 25 1800 1,950 白麹
フルーティーな甘い香りとまろやかな味わいで酸を
活かした爽やかさが秀逸。炭酸との相性も抜群。

柳田酒造 宮崎県都城市 32180847
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